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お客様（エンドユーザー様）向け 

Online Transactional Oracle Master Agreement 

（Online TOMA） 操作ガイド 
   2015/07/24更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ これより、弊社製品のご注文の際、オンライン（Web）上でお客様（＝エンドユーザー様）に行っていただく使用

権許諾契約（Online Transactional Oracle Master Agreement、以下 Online TOMA）同意の手順につい

てご説明します。 

 

■オラクル製品をオラクル認定パートナー経由でご注文いただく際には、使用権許諾契約の同意を証明する

Registration Keyが必要となります。  
 

■Registration Keyの発行およびご注文までの流れは図１の通りです。 

 

図１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Registration Key発行には以下の情報が必要となります。 

エンドユーザー様の企業名（正式会社名）／英語表記名／住所／部門名／ご担当者名／ 

ご担当者の E メールアドレス／電話番号 

 

１． オラクル認定パートナーによる登録作業（上の図の①）が終了すると、エンドユーザー様に対し、Online TOMA

の処理画面にアクセスするためのメールが送信されます。（次ページ参照） 

 

 

オラクル認定 

◆ Online TOMAをご利用の際には、オラクルのアカウント（Oracle.com プロファイル）が必要です。 

オラクルのアカウントをお持ちでない方は、Oracle プロファイルのご登録をお願いいたします。 

Oracle.com プロファイル作成時のドメインと Online TOMA に登録されたドメインが異なる場合は同意ができま

せんのでご注意ください。 

◆ ご利用にあたっての注意点 

 Internet Explorer 9 および、Firefox ESR24、Firefox37以上でのご利用を推奨します。 

Google Chrome 33, 41, 42でも同意可能ですが、対応いただけないバージョンもございます。 

IEをお使いの場合は[ツール]-[互換設定]にて全てのチェックを外してください。 

・ 環境により Online TOMA をご利用できない場合は、紙による契約（Offline TOMA）をお願いいたします。 

・ Registration Keyの有効期限は発行後 90日です。 

Online OMAの流れ 

オラクル認定 

 

 ① 使用権許諾契約同意  

パートナー 
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    差出人： storeadmin_ww@oracle.com 

    件名  ： 【重要】お客様の Oracle注文を完了するために、手続きをお願いします 

 

<！> お客様のメーリングシステムの設定によっては、迷惑メールとして削除されてしまうことがあります。 

十分にご注意ください。 

 

２． メールが届きましたら、記載された内容をよくご確認いただき、Online TOMAの処理画面にアクセスして下さい。

アクセス方法は次の通りです。 

① メールに記載されたリンクをクリックしてください。 

② ①で処理画面にアクセスできない場合・テキスト形式のメールの場合は記載された URL をコピー

し、直接ブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスしてください。 

 

この時点では、まだ「同意」ではありません。 

  

    <！> お客様のメールシステムの環境によっては、HTML メールを正常に受信できない場合があります。 

テキスト形式での発行も可能ですので、ご購入元のオラクル認定パートナーへご連絡ください。 

※①リンクから Online TOMA

の処理画面へアクセスします。 

※②リンクから TOMA の処理画面に移動しない場合・テキストメールの場合

は、こちらの URL をコピーして直接ブラウザに貼り付けてください。 
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<！> テキスト形式でメールが配信されている場合、お客様の環境によっては URL内に記号（!）や改行が含ま

れている可能性があります。記号・改行が含まれる場合はメモ帳等で取り除きアクセスしてください。 

 

３． 以下の画面が表示されます。 

すでにオラクルのアカウントをお持ちの方は、[Sign In]をクリックします。 

   オラクルのアカウントをお持ちでない方は、[New User]をクリックして｢Oracleプロファイルの作成｣を行ってくだ

さい。 

<！> Oracleプロファイルの作成方法については、 P.9「新規プロファイル登録ガイド」を参照ください。 

 

 

４． [Sign In]をクリックすると、シングル・サインオンの画面が表示されます。 

オラクルのアカウント｢ユーザー名｣と｢パスワード｣を入力して、[サインイン]をクリックします。 

 

 

 

 <！> 次ページ ５． の画面が表示されない場合は、Oracle プロファイルが正常に作成されていない可能性

があります。P.12のお問い合わせ窓口にお進みください。 

 

 

２．で届いたメールの宛先とサインイン時のEメールアドレスのドメインが異なる場合は次ページ５．画面上部に

エラーが表示され、Online TOMAの同意/不同意が不可となります。詳細は P.9 「※Online TOMA/LDR処理

時のドメイン制限について」を参照してください。 

※ご注意ください！ 
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Online TOMAの処理画面が表示されます。 英語にて表示される場合は、画面右上のユーザー名をクリックし

[SetLanguage]をクリックし「日本語」を選択ください。 

 

 

 

５． 画面を下へスクロールすると、お客様の情報が表示されます。 記載内容に間違いがないかよくご確認ください。

この画面では、正式会社名および英語表記名等の会社情報、担当者 E メールアドレスを除く担当者情報の修

正が可能です。 

修正すべき箇所がある場合は、正しい情報に修正してください。 

<！> 修正いただく場合、郵便番号(ハイフン付)、電話番号（FAX）は半角数字は半角英数字で入力ください。

それ以外の項目は数字、アルファベット、記号等を含め、すべて全角で入力してください。 

 

 

※E メールアドレスは修正できません。ログインした Oracleプロファイルの情報に自動修正されます。 

  ここで登録された E メールアドレスに同意をお知らせするメールが届きます。（１２．参照） 

※表示された情報を確認してください。エンドユー

ザー担当者情報が許諾先として登録されます。 

 

※E メールアドレスは変更できません 
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６． 以下の、「私は、以下に示す情報が正確であることを確認しました(I hereby confirm the correctness of the 

information given below)」のチェックボックスをクリックします。  

この時点では、まだ[同意]ではありませんので、お客様情報に間違いがない場合はチェックを入れてください。 

 

<！> 会社情報が間違っていた場合は、９．へ進み[同意しません]をクリックしてください。 

 

７． 画面を下へスクロールすると、オラクルの使用権許諾契約（TOMA）の条文の添付リンク表示があります。  

 

 

契約条件（Terms and Conditions）リンクをクリックすると、画面下部に契約条件が表示されます。 

PDFの表示リンクをクリックすると、オラクルの使用権許諾契約（TOMA）の条文の PDFが表示されます。内容

をよくご確認ください。 

    

 

８． 以下の、「契約条件に同意します(I accept the Terms and Conditions.)」のチェックボックスをクリックします。 

この時点では、まだ[同意]ではありませんので、オラクルの使用権許諾契約（TOMA）の内容に同意する場合

はチェックを入れてください。 
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９． 画面右下に、[同意する] [同意しない] [印刷] の操作ボタンが表示されています。 

    

 

[同意する] オラクルの使用権許諾契約（TOMA）する場合は[同意する]をクリックしてください。 

 

[同意しない] 会社名（法人の場合は法人名、個人（個人事業主等を含む）の場合は個人名等のいずれも正式

名称）に間違いがある場合、または、オラクルの使用権許諾契約（TOMA）の内容に同意できない場合は、[同

意しません]をクリックしてください。 

    

[印刷] をクリックすると、Online TOMA処理画面を印刷することができます。  

条文を印刷する場合は PDF表示ソフト内の印刷機能をご利用ください。 

 

１０． [同意する] をクリックして正常に処理が行われると、画面上部にメッセージが表示されます。 

また、画面右下の操作ボタンが、[印刷] ボタンのみの表示となります。 

その後、お客様に、Online TOMAの同意をお知らせするメールが届きます。 

 

 

１１． [同意しない] をクリックして正常に処理が行われると、画面上部にメッセージが表示されます。 

また、画面右下の操作ボタンが、[印刷] ボタンのみの表示となります。 

その後、お客様に、Online TOMAの不同意をお知らせするメールが届きます。  
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１２． 同意いただきましたお客様には、Online TOMAの同意をお知らせするメールが届きます。 

メールには Registration Key および有効期限の記載と、オラクルの使用権許諾契約（TOMA）条文の PDF が

添付されます。 

オラクル認定パートナーにご発注の際は、メールに記載されたRegistration Keyを注文書に記載いただけます

ようお願いいたします。 また、注文書の控えおよびこのメールは大切に保管してください。  

 

差出人： storeadmin_ww@oracle.com 

件名  ： TOMA_XXXXXXXXXXX  Transactional Oracle Master Agreementに同意されました(OMAGR:OTOMA) 

 

※オラクルの使用権許諾契約
（TOMA）条文の PDF が添付
されます。 

※Registration Key の有効期限は

発行後 90日です。それ以降はご利用

いただけません。 
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１３． 同意いただかなかったお客様、およびオラクル認定パートナーには、「お客様不同意」のメールが送信され

ます。不同意の場合、オラクル製品をご購入頂けません。 

ご購入元のオラクル認定パートナーへご連絡ください。 

 

差出人： storeadmin_ww@oracle.com 

件名  ： Transactional Oracle Master Agreement に同意されませんでした 

 

 

 

 

       

※届いたメールに心当たりがない場合は同意をせずにオラクル認定パートナーにご確認ください。 

 

※オラクルからの配信メールは設定により HTML メール・テキストメール双方配信可能です。 

メール配信形式の変更を希望される場合は、ご購入元のオラクル認定パートナーへご連絡ください。 

ご利用になっているメールソフトの表示設定により、文字化けが起こる可能性があります。 

文字化けが発生した場合は、下記の方法により文字エンコーディングの変更をお試しください。 

 表示＞文字エンコーディングにて「Unicode（UTF－8）」を選択 

 

※Web ブラウザ画面がフリーズした場合は、メニューより｢インターネット一時ファイル｣「Cookie」「履歴」の削除

を行ってください。Webブラウザを再起動のうえ、再度 Online TOMA処理画面へアクセスしてください。 

 

※ご利用いただいているブラウザ・バージョンによっては正常に操作が完了できない場合がございます。 

弊社推奨ブラウザ及びバージョンにてお試しください。 

 

<！> 文字化け及びブラウザの問題により問題が解消されない場合は、紙による契約（Offline TOMA）をお願

いいたします。 

※ご注意ください！ 
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オンライン契約申請時に登録した、エンドユーザー担当者（同意依頼メール送信先）と Online TOMA/LDR画面にサインイ

ンしたユーザーのドメインが不一致の場合はシステム処理（同意/不同意）が実行不可となります。 

エンドユーザー担当者情報（E メールアドレス）のドメインと、シングル・サインオン（Oracle プロファイル/O.com アカウント）

のドメインを、システム上でマッチング（一致/不一致）します。 

※外部へ転送、異なるドメインでの同意/不同意が出来なくなりますのでご注意ください。 

 

◎システム処理可：ドメイン一致 （同意/不同意処理 可能） 

エンドユーザー担当者情報（同意依頼メール送信先 E メールアドレスと、同意者のシングル・サインオン情報（Oracle プロ

ファイル/Oracle.comアカウント）が同一ドメイン 

エンドユーザー担当者情報 

送信先 E メールアドレス 

同意者シングル・サインオン情報

（Oracle.comアカウント） 
備考 

xxxx@aaa.com 

xxxx@aaa.com 

同一担当者：完全一致 

 

yyyy@aaa.com 

別担当者：ドメイン一致 

担当者情報内のEメールアドレスがサインインしたア

ドレスに自動修正（修正不可） 

必要に応じて担当者名、住所を修正ください。 

 

◎システム処理不可：ドメイン不一致 （同意/不同意処理 不可） 

エンドユーザー担当者情報 

送信先 E メールアドレス 

同意者シングル・サインオン情報

（Oracle.comアカウント） 
備考 

xxxx@aaa.com 

xxxx@g.aaa.com 

同一担当者：別ドメイン 

（旧アカウント、サブアカウント） 

運用上は適切ですが、システム上のドメイン制限が適

用、Online TOMA/LDR 同意申請依頼時に、オラクル

のアカウントと同一のメールアドレスにて Online TOMA

再送信、もしくはアカウントを修正後再ログイン 

yyyy@bbb.com 

別担当者：別会社ドメイン 

運用上不適切のため、許諾先となるエンドユーザー 

会社の担当者にてシステム処理 

xxxx@yahoo.co.jp 

yyyy@gmail.com 

フリーメールアドレス 

許諾先となるエンドユーザー会社の担当者のメール 

アドレスを使用 

 

ドメイン不一致時、Online TOMA/LDR同意画面にサインイン後、画面上部にエラーメッセージのみ「お客様の E メールドメ

インは、正式会社のドメインとは異なります。（Your email domain is different than domain of your legal company.」 表示さ

れます。 

会社情報等の詳細・チェックボックス・操作ボタン（同意する/同意しない）等は表示されません。 

 

ドメイン不一致に伴い、同意/不同意が不可の際は、Oracle プロファイルを修正頂くか、正しい E メールアドレスをオラクル

認定パートナーへご連絡ください。 

※Online TOMA/LDR処理時のドメイン制限について 
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Oracleプロファイル登録／修正ガイド 

  2015/07/24更新 

１． プロファイルの登録 

 

１） オラクルのアカウントをお持ちでない方は、新規プロファイルの登録が必要となります。 

[New User]をクリックして、｢Oracleプロファイルの作成｣を行ってください。 

 

 

２） Oracleプロファイルの作成をします。 

  ※ここで入力する E メールアドレスが、ログイン時の「ユーザー名」になります。 

  ※ご登録は貴社のドメインでご使用頂いている個人の E メールアドレスにてお手続きください。 

（所属企業及び個人特定の為） 

 

 

※Online TOMA等一部システムにドメイン制限があります。複数の企業ドメインをお持ちの方はご注意ください。 

３） 必要項目を全てご入力ください。正しく入力されると が表示されます。 

プルダウンリストでは、該当する情報を選択してください。 

すべての必要項目を入力後、[プロファイルの作成]をクリックします。 
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４） 登録が完了すると、登録された E メールアドレスにメールが送信される旨の案内が表示されます。 

[次へ]はクリックせず一旦画面を閉じ、メールを確認してください。 

 

  ＜！＞  [次へ]をクリックすると「予期しないエラー」等の画面が表示される場合があります。 

エラーが発生した場合は、ブラウザの履歴・一時ファイル・Cookie 等を削除の上、ブラウザを再起動の上、

改めて次の手順で届く電子メール・アドレスの確認メール内のリンクからアクセスしてください。 

 

 

 

※ [次へ] はクリックしないでください 
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２． 電子メール・アドレスの確認 

 

１） ｢Oracle プロファイルの作成｣で登録したエンドユーザー様（E メールアドレス）に、プロファイルについてのメール

が送信されます。E メール内のリンクをクリックして、お客様の電子メール・アドレスを確認してください。 

 

 差出人： oracle-acct_ww@oracle.com 

    件名  ： お客様の Oracleプロファイル - 電子メール・アドレスの確認 

 

 

 

 

※ [次へ] はクリックしないでください 
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２） シングル・サインインの画面で、｢ユーザー名｣と｢パスワード｣を入力して、[サインイン]をクリックします。 

 

 

３） 電子メール・アドレスの確認」の完了画面が表示されて、「Oracleプロファイル」の登録が完了します。 

 [次へ]はクリックせずに画面を終了します。 

 

  ＜！＞ [次へ]をクリックすると「予期しないエラー」等の画面が表示される場合があります。 

エラーが発生した場合は、ブラウザの履歴・一時ファイル・Cookie 等を削除の上、ブラウザを再起動してく

ださい。 

 

  ＜！＞引き続き Online TOMA に同意する場合は一旦この画面を閉じ、「【重要】お客様の Oracle 注文を完了す

るために、手続きをお願いします」のメールに記載されたリンクより別途アクセスしてください。 

 

  登録後、正常にログインができない場合は「４．お問い合わせ窓口」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

※ [次へ] はクリックしないでください 
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３． プロファイルの修正 

 

１） E メールアドレス・連絡先等を変更するには Oracleプロファイルの修正が必要となります。 

弊社ホームページ上部の[お客様情報]をクリックします。 

 

 

２） 登録されている情報が表示されます。修正項目の[編集]をクリックします。 

※ここでは登録されている E メールアドレスを修正する手順をご案内します。 

 

 

３） 変更後の E メールアドレスを入力し[保存してサインアウト]をクリックします。 

電子メール・アドレスの編集のポップアップが表示されたら[電子メール・アドレスを変更してサインイン]をクリッ

クします。 
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４） シングル・サインインの画面で「変更後のユーザー名」と「パスワード」を入力して、[サインイン]をクリックしま

す。 

 

 

５） プロファイル画面でユーザー名／電子メールが変更されていることを確認します。 

変更後の E メールアドレスも作成時と同様「電子メール・アドレスの確認」が必要となります。 

[確認メールの送信]をクリックします。 
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６） 変更後の E メールアドレスにプロファイルについてのメールが送信されますので、E メール内のリンクをクリック

してお客様の電子メール・アドレスを確認してください。電子メール・アドレスが確認されるとプロファイル内に

「電子メール・アドレスは確認されました。」が表示されます。 

 

 

 

＜！＞ プロファイルの修正が正常に完了しない場合は「４．お問い合わせ窓口」をご確認ください。 

 

 

４． お問い合わせ窓口 

 

１） 以下の弊社ホームページ上に、Oracleプロファイル登録に関する情報の掲載がございます。 

日本オラクル株式会社 

http://www.oracle.com/jp/index.html 

＞会社概要 

＞お問い合わせ 

＞その他のお問い合わせ窓口 お客様プロファイル・お問い合わせページをご覧ください。 

「Oracle.comプロファイル(MyProfile)について」 

http://www.oracle.com/jp/corporate/contact/contact-accounthelp-078887-ja.html  

http://www.oracle.com/jp/corporate/contact/contact-accounthelp-078887-ja.html
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<！> Oracleプロファイル画面下部の｢アカウント・ヘルプ｣リンクからも、上記ページを参照いただけます。 

 

 

２） 画面下部の「ORACLE.COM のログインに関する FAQ」項目を参照ください。お客様の問題が上記のいずれにも

該当しない場合は、ヘルプリクエストをお送りください。 

 

３） ヘルプリクエストについては、「ログインに問題がある場合のヘルプ」項目を参照ください。 

 ＞Oracle.comログイン（イベント、OTN） をクリックします。 

 

４） 以下の、「アカウントヘルプ画面」のポップアップ画面が表示されます。 

お問い合わせの問題：「Oracle.comユーザー名/パスワード」を選択します。 
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５） 「アカウントヘルプ画面」に必要情報を明記のうえ、[送信]をクリックします。ヘルプリクエストをお送りいただくと、

お客様プロファイルの担当窓口が、｢Oracleプロファイル」のご登録をお手伝いいたします。 

 

 

 

 

※「Oracleプロファイル」関連のお問い合わせの際は、所定のフォームから「ヘルプリクエスト」をお送りいただく

必要がございます。エンドユーザー様によるセルフサービスとなりますので、予めご了承ください。 

お客様プロファイルの担当窓口が、｢Oracleプロファイル」のご登録をお手伝いいたします。 

 

 

 

※ご注意ください！ 


